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１．はじめに 

「平成 30 年 7月豪雨を踏まえた水害・土砂災害からの

避難のあり方について（報告）」（中央防災会議 防災対策

実行会議 平成 30年 7月豪雨による水害・土砂災害から

の避難に関するワーキンググループ, 2018）における主な

論点は、「警戒レベル」を導入したことと、「住民主体の

防災」の方向性をあらためて強調して打ち出したこと、

という 2点に集約できる。このうち、「警戒レベル」の導

入に関する筆者の見解は「避難情報廃止論」（及川, 2019）

として既に表明済みなので、本稿では、もうひとつの論

点である「住民主体の防災」に関して、主に避難行動に

話題を絞ったうえで言及したいと考えている。 

先んじて本稿の結論から記すなら、取り急ぎ下記のよ

うに括ることができると思われる。すなわち、「主体的避

難とは何か」という問いに何らかの回答を付与しようと

する試みは、「主体的避難を醸成するにはどうすればよ

いのか」という問いへの回答を模索することと同義であ

る。そこにおいて、主体的避難を「能動的避難」として

捉えている限りにおいては、その問への回答を見つけ出

すことは難しい。住民の主体的避難を醸成するには、主

体的避難を「中動的避難」として捉えることが肝要であ

る、ということが本稿のさしあたっての結論である。 

 

２．先行研究 

なお、防災研究にて中動態の概念を参照するのは本稿

が 初ではない。先行研究として、たとえば矢守（2019）

は、「津波てんでんこ」に依拠する避難行動の形成過程な

どを詳細に検討・解釈するなかで中動態的発想の重要性

を強調している。渥美（2019）は、災害ボランティアに

おける「助ける／助けられる」の関係性ではなく「助か

る」社会の重要性に言及している。及川・片田（2018）

は、「する（能動）」の徹底を図る米国と「される（して

もらう）（受動）」を求める日本を対照させた後、キュー

バの防災がそのいずれでもない（あるいは、そのいずれ

でもある）第 3 の状態にあるのではないかとの仮説を提

示する中で中動的防災の可能性に言及している。いずれ

の議論も、そこでの主要なキーワードは「主体」であり

「意志」であり「責任」であるということは、以降で頻

繁に参照することにもなる「中動態の世界：意志と責任

の考古学」（國分功一郎, 2017）、「身体の比較社会学 I」

（大澤真幸, 1990）、「社会心理学講義：〈閉ざされた社会〉

と〈開かれた社会〉」（小坂井敏晶, 2013）などの原典を参

照することで即座に理解されることだろう。 

さて、だとすれば、前述のような本稿の主張内容が避

難行動研究に資する点はかなり限定的なのではないか、

という疑念も生じ得る。なぜなら、中動態的発想を避難

行動研究に導入することの有用性については既に、前掲

の先行研究群が指摘済みだからである。この点について

は確かにそのとおりである。しかし、そのうえで本稿が

ささやかながら貢献（補足あるいは修正）し得る点があ

るとすれば、以下の点が掲げられる。すなわち、前掲の

先行研究群による主張に全面的に依拠するなら、ともす

ると、その後に続く避難行動研究における考察や主張に

て、「主体」「主体的」「主体性」などの語を用いた議論は、

ネガティブな意味で、「単純素朴な議論」として「通用し

ない」と解されて敬遠されてしまうのではないかと危惧

するのである。しかし、「その限りではなく、むしろ『主

体』『主体的』『主体性』などの語をポジティブな意味で

用いた主張や議論は今後も十分に可能である」という点

を、本稿によって追加的に補足あるいは修正したいと考

えるのである。このことへの理解は、主体的避難を「能

動的避難」として捉えるのではなく、「中動的避難」とし

て捉えることによってもたらされ得るのではないか、と

いうことを、以降で順を追って考察していく。 

 

３．中動態とは 

まず、言語の態である能動態と受動態、そしてそのど

ちらでもない（厳密には、どちらでもありえる）第三の

態「中動態」の概念について、本稿に関係する要点を國

分（2017）から引用・要約して確認しておく。 

われわれは能動態か受動態かを明確に区分する言語に

慣れ親しんでいる。それしかないとすら思いこんでいる。

ところが、じつはこの区別はいかなる言語にも見出され

る普遍的な区別ではなく、歴史的にはかなり後世になっ

てから出現した新しい文法法則だという。かつては、能

動態／受動態という区別ではなく、能動態／中動態とい

う区別であった。そして、受動とは、この中動態がもっ

ていた意味のひとつに過ぎなかった、というのである。 

ここにおいて、かつての能動態が持っていた意味と現

在の能動態の意味は異なることに注意を要する。その峻

別のために、仮に、前者を“旧能動態”、後者はそのまま

“能動態”と呼称することにする。再掲すると、かつて
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の対立構造は旧能動態／中動態、現代の対立構造は能動

態／受動態、ということになる。 

能動態と受動態の対立は、自分が作用を及ぼすか／作

用を受けるか、という対立である。では、旧能動態と中

動態の対立はどうかというと、これは、外か／内かとい

う対立である。動詞が指し示す作用が主語から出発して、

主語そのものがその作用の場所になっている時に中動態

が使われ、その作用が主語の外で完結する場合には旧能

動態が使われる。つまり、主語の外で終わるか、主語の

内に完結するか、という違いである。 

このような外か／内かという対立構造が、する／され

るの対立構造へと変化したというのが言語の歴史である。

この変化は、以下のような社会的要請によってもたらさ

れたという。例えば、ギリシャ語の「ファイノー」とい

う動詞は旧能動態であり、その意味は「I show something」

となる。これの中動態活用である「ファイノマイ」とい

う語の意味は、「I appear」あるいは「I am shown」などと

なる。「I appear」と「I am shown」は、現在では能動と受

動として断固として区別されるが、その両方の意味の複

合体が中動態「ファイノマイ」である。「I appear」であ

ろうと「I am shown」であろうと、どちらとも私の姿が

現われていることを示しているに過ぎないのに、何とし

てもこれらを区別するのが現代の能動／受動の区分であ

る。それはつまり、この現代的区分は私に、「あなたは自

分の意志で現れたのか？それとも現れるのを強制された

のか？」と尋問してくる。つまり、能動態／受動態の対

立への変化は、行為の原因としての意志の所在の有無を

ことさらに強調し執拗に明確化しようとする社会的要請

によってもたらされた、というのである。これに対して、

中動態にて表現される事態においては、その原因として

の意志の有無は問わない。明確な意志に基づき意図的に

（いわゆる現代的な意味での能動的に）行ったのか、何

かに強制されて（いわゆる現代的な意味での受動的に）

行ったのか、それとも、訳も分からないままにいつのま

にか行ったに過ぎないのか、それらを区別しない表現方

法なのである。現にその状況・行為・現象が現れている

という事態だけを表現する態、というべきかもしれない。 

 

４．中動的避難という捉え方 

（１）主客未分な避難経験 

以上のような中動態（國分 2017）に関する理解のみな

らず、大澤（1990）および小坂井（2008, 2013）などは、

「意志が行動を決める」という前提（以降、便宜的に“「意

志→行動」仮説”と呼称する）から議論を始める姿勢を、

徹底的に否定して退ける。行動は常に（いつのまにか）

行われている、というのである。 

この事態は、たとえば「人は人として逃げられない」

（片田, 2020: p.174）のように表現される事態も該当する

ように思われる。あるいは、逆に、東日本大震災以前か

ら徹底した防災教育を受けて「避難の三原則」を尽くし

て生き抜いた“（いわゆる）釜石の奇跡”の当事者（震災

当時は小 3）が 2011年のテレビ取材に対して語った「パ

ニくってなにも考えられなかった」（TBS, 2011）という

事態や、別の当事者（震災当時は中 3）が 2020年のテレ

ビ番組にて語った「ほんとに死にたくないっていうだけ

で走ってて、あのう、私たちはもう、何ていうんですか

ね、何の考えもなくというか、本当に死にたくないって

いうのしかなくて･･･」（NHK, 2020）という事態、など

も同様である。直後ならいざ知らず 9年余り経過しても

なお、わからないのである。あるいは、9 年余り経過し

たことで単に忘れてしまっただけなのかもしれない。い

ろいろと理由を考えたりすることもできたであろうと想

像すると、ある意味でこれらは極めて実直で素直な表現

ともいえる。現実には非常に多様な周辺要因（人・物・

事など）が複雑に影響して生起する行動について、そこ

に明確な理由を定位するには別途、次節で言及するよう

な、ある種の恣意的な作業が必要となるのである。 

いずれの事態も、避難した（しなかった）という現象

は現前するものの、その根本原因としての意志の存在を

全面的に主張してくるものではない。このような事態は、

「私という場において避難が実現されている（されてい

ない）」とでも表現されるべき中動的事態である。このよ

うな事態は、西田哲学流に「純粋経験」や「主客未分」

の状態と表現することも出来る（西田, 1923）。あるいは、

大澤（1990）に依るならばこの状態は、「『原身体性』と

『過程身体』とが混在する内在性の水準」となろう。「身

体の溶け合い」（杉万, 2013）と表現してもよい。 

なお、この状態のままにもしも留まるのであれば、こ

こでいう避難行動（という経験）は決して「主体性」を

帯びているとは積極的には見做され得ないだろう。 

（２）〈原因と結果のストーリー〉の擬制 

しかし、この「避難」という中動的経験の後に、「誰が

したのか？」「何故したのか？」と問われたときに、ある

いは、他者からそのように問われないまでも、そこに明

確な理由を定位しようとしたとき、突如として、周囲を

取り巻く多様で複雑な要因との関係性のもとで、自身の

行動との整合性を担保するかのごとく、何らかの〈原因

と結果のストーリー〉の候補が後付け的かつ蓋然的に擬

制される。この〈原因と結果のストーリー〉は、池田（1986）

の緊急時の情報処理モデルでも用いられた「スクリプト」

や「スキーマ」、あるいは、前野（2010）の受動意識仮説

における「エピソード記憶」、などと類似する概念ともい

える。また、この〈原因と結果のストーリー〉を後付け

で擬制する過程そのものは、西田哲学流に表現すれば「思

考」という推論作業に該当するとも言える。 

ここで擬制される〈原因と結果のストーリー〉の内容

は人によってかなりバラエティーに富むものとなるはず

である。なぜなら、当人が周囲と結んでいる関係性は、

百人いれば百通りのバリエーションを持つものと予想さ

れるからである。そこである人は、この〈原因と結果の
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ストーリー〉の中の〈原因〉として、いわゆる前述の“「意

志→行動」仮説”にて想定しがちな一般常識的な理解の

もとでの「意志」をあてて、〈意志→避難〉というストー

リーを擬制するかもしれない。この場合、小坂井（2013）

の表現を用いれば、「意志が行動を決めるとわれわれは

感じますが、実は因果関係が逆です。外界の力により行

動が引き起こされ、その後に、発露した行動に合致する

意志が形成される。」（小坂井, 2013: p.162）ということに

なる。國分（2017）は、スピノザを引用しつつ「われわ

れの精神は物事の結果のみを受け取るようにできている。

だからこそ、結果であるはずの意志を原因と取り違えて

しまう。そのことを知っていたとしても、そう感じてし

まう」（國分, 2017: p.31）と記している。 

さて、〈原因と結果のストーリー〉の内容はこのパタン

に限定されるものでは決してない。他でもあり得る。あ

る人は〈家族と交わした津波てんでんこの約束の発動

（「家族も逃げるのであなたも逃げて」という指示）→避

難〉という受動的なストーリーを擬制するかもしれない。 

あるいは、それらが混在した複合的なストーリーを擬

制するかもしれない。可能性は無限である。その気さえ

あれば「星のかけら」（佐治, 2013: p.209）にまでだって

遡ることもできる。それには量子力学や不確定性原理な

どが役立つかもしれない。しかし、そこまで来るともは

や、能動か受動かという問題は非常に曖昧になってくる。

どちらでもよい問題のようにも思えてくる。無論、ここ

で中動的な内容の〈原因と結果のストーリー〉を擬制す

ることも可能である。 

ところで、前述のとおり、実際の行動の生起には、非

常に多様な周辺要因が複雑に影響しているはずである。

にもかかわらず、「これだ！」と言わんばかりに特定のも

のを〈原因〉として選ぶという作業自体、ずいぶんと恣

意的で大胆な作業といわねばならない。それが「意志」

であれ「家族と交わした津波てんでんこの約束の発動」

であれ「星のかけら」であれ、〈原因〉として何を擬制す

ることでさしあたっての納得とするか（何のせいにする

のか）は、当事者の心持ち次第ということになろう。大

事なことは、誰かの強制ではなく、自身で擬制している

という点である。この「納得」のメカニズムは、次節の

とおり、擬制と隠蔽の連携プレーとして説明される。 

（３）擬制と隠蔽の連携による規範と主体性の確立 

上記のような〈原因と結果のストーリー〉が擬制され

る過程は、大澤（1990）の表現を用いれば、「先向的投射」

と呼ぶ営みによって「第三者の審級」が超越的に析出さ

れる過程、と表現される。この先向的投射の定義に関す

る部分を引用すると以下のとおりである。 

 

第三者の審級は、個々の身体の現実の（現在の）志向

作用に先立って、妥当な志向作用の範域を指定してい

たかのように現れる。つまり、第三者の審級は（それ

ゆえ、規範は）、現に経験されている具体的な志向作用

に対して論理的に先行する場所に存していたかのよう

に擬制されるのである。このような、経験そのものを

経由した、経験に対して先行する場所への第三者の審

級の構成を、「第三者の審級の先向的投射」と呼ぶこと

にしよう。（大澤, 1990: p.62） 

 

ところで、この「先向的投射」という過程は、所詮、

その擬制性ゆえにやがて自身によって隠蔽される可能性

がある。このことによって、後付け的に仮構されたに過

ぎなかった〈原因〉が、あたかも 初からほんとうに行

為の原因として作用していたかの如くの様相で、存在権

を得るようになるという。なお、この隠蔽作業が発動す

るには、当人にとって、その〈原因〉が原因として一定

以上の蓋然性を持っているという確信が、幾重もの経験

を介して体感されている必要がある。この擬制と隠蔽の

連携プレーによって、〈原因と結果のストーリー〉なる幻

想が実在性を帯びて「規範」として確立されるに至る。 

そして、様々な経験と擬制過程をさらに幾重にも経た

結果、それらの行為を秩序あるもの（規範に従属したも

の）として成立せしめる超越性として、事後的に蓋然的

に形成・獲得されるものが「主体性（心）」なのだという。

主体性の獲得の際に経てきたこれらの擬制過程も、そこ

に一定程度の蓋然性が担保されているのであるから、無

論、隠蔽される。かくして「主体性」なる幻想が実在性

を帯びて確立されるに至る。 

このような主体性の捉え方は、大澤（1990）のみなら

ず、小坂井（2008, 2013）や國分（2017）などにも概ね通

底している。たとえば小坂井（2008）は、「主体とは社会

心理現象であり、社会環境の中で脳が不断に繰り返す虚

構生成プロセスを意味している。」（小坂井 2008: p.22）、

あるいはより簡潔かつ詩的に「自己は記憶の沈殿物だ。」

（小坂井 2008: p.20）などと表現している。この表現は、

受動意識仮説（前野, 2010）の総括における、 

 

心の地動説。自分とは、外部環境と連続な、自他不可

分な存在。そして、「意識」はすべてを決定する主体的

な存在ではなく、脳の中で無意識に行われた自律分散

演算の結果を、川の下流で見ているかのように、受動

的に受け入れ、自分がやったことと解釈し、エピソー

ド記憶をするためのささやかで無知な存在。（前野, 

2010: p.232） 

 

という内容にも通底している。ちなみに、「川」の比喩に

関して言えば、テレサ・テンの「時の流れに身をまかせ」

と美空ひばりの「川の流れのように」を合成した「川の

流れに身をまかせ」という杉万（2013）による社会構成

主義の解説（杉万, 2013: pp.246-247）をも想起させる。 

（４）専門家の関与可能性 

たとえばそれまで「人は人として逃げられない」主体

性だった者が、以上のようなプロセスを経て、「人は人と
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して逃げられる」主体性を確立するかもしれない。ある

いは、「人は人として逃げられない」ままかもしれない。

いずれも、以上のプロセスを経て確立（更新）された主

体性は、ふたたび中動的様相（主客未分、原身体性）の

ステージに回帰し、そこで別の主体性や多様な周辺要因

（人・物・事など）と交わり（溶け合い）ながら、規範

の再編や創出などを経て、再度、主体性が更新されてゆ

く。この循環が異世代の主体性の間で自動継承されてゆ

くとき、それは文化となる。 

主体的避難の醸成プロセスをこのように捉えるとき、

防災研究者や防災行政などのいわゆる専門家が関与でき

る（すべき）契機が何処にあるのかが明白に見えてくる。

すなわち、「人は人として逃げられない」主体性を「人は

人として逃げられる」主体性へと変革することが避難行

動研究や防災施策の主な目的であると捉える専門家であ

るならば、それは、もっともらしい規範を一方的に教示

することなどではない。そうではなく、専門家自身がひ

とつの主体性として上記の中動的様相（主客未分、原身

体性）のステージへ一緒に参加して（溶け込んで）、主体

性の基盤となる規範の再編や創出という一連の作業に共

に協同でとりかかる、という実践が即座に想起されるは

ずである。それを正統的周辺参加理論（Lave, J. & Wenger, 

E. 1991）と呼ぶならそれでもよい。知識や技術の一方向

的な伝達と習得を主眼に置くのではなく、専門家側の主

体性も変革されることを前提とした共同作業の集合体と

いう捉え方である。当該理論を直接引用しないまでも、

同様の問題意識の一部を、小坂井（2013）も下記のとお

り言及している。 

 

慣れ親しんだ思考枠から脱するためには、研究対象だ

け見ていても駄目です。対象を見つめる人間の世界観

や生き方が変わる必要がある。研究の対象が外部にあ

って、それを主体が眺めるという受動的な関係ではな

い。研究が進むにつれて自己改革がなされ、それがひ

るがえって対象の解釈を変化させる相互作用として研

究はあるべきでしょう。（小坂井 2013: p.350） 

 

上記引用は研究者としての問題意識であるが、「研究」の

箇所を「政治」と読み替えればそのまま防災行政として

の問題意識となる。同様の問題意識のもとで行われてい

る実践は多数存在すると想像されるが、さしあたり前掲

の“（いわゆる）釜石の奇跡”における防災教育の基盤（＝

規範）としてよく知られる「避難の三原則」ですら、た

とえば下記の引用のとおり、その立役者である片田氏と

対象地域住民との間に大きな葛藤があり、その試行錯誤

の相互作用のなかで確立していった様子の一端が伺える。 

 

社会が私の目指している方向とは逆に向いている中で、

どうしたら（命を守る主体性を）教えられるのか。た

どり着いた結論は、私なりに一生懸命咀嚼（そしゃく）

して、「避難の三原則」という言葉に置き換えることで

した。（片田 2012: p.55）（カッコ内は筆者追記） 

 

ここでの要点は災害に向かい合う「姿勢」の防災教育で

あった。「姿勢」の意味するところは「人としての在り方」

であり「全人格」であり「主体性」である。「規範（避難

の三原則）」の創出はその過程のひとつに過ぎない。20

年後を見越した「災害文化の形成」を当初から目指して

いたという点でも、前述の問題意識と合致する。 

自戒の念を込めて言えば、自身の主体性が変化するこ

とを恐れ、固持しようとする姿勢（自己正当化の姿勢）

に縛られた専門家なる者がいるとすれば、その人は、釜

石の偉業を外側から称賛はすれども、自身で実践しよう

とはしないだろう。なぜなら、実践できないからである。

当事者たちの主体性との交わり（溶け合い）を伴うそれ

を実践しようとするとすぐに、自身の主体性（自己正当

性）が揺らぎ始める。そのような事態は許容し難いので

ある。そのような者からの研究成果や政治成果などはせ

いぜい、知識や技術の一方向的な伝達に終始するものと

なるだろう。いや、伝達しようとすらしないかもしれな

い。それらは自己正当化には資すれども、当事者たちの

主体的避難の醸成にはほとんど寄与しないだろう。 

これと同じことは、実は当事者側にも言える。自身の

主体性が変化することを恐れ、固持しようとする姿勢（自

己正当化の姿勢）に縛られた当事者なる者がいるとすれ

ば、その人は、たとえば「住民の主体性が重要。主体的

に避難を。」と発する専門家に対して「責任放棄だ。無責

任だ。」などと不平不満を漏らすかもしれない。なぜなら、

自身の主体性（自己正当性）が揺らぐ事態は容認し難い

のである。具体的な規範の提供を専門家へ要求するばか

りで、それを自らで創り上げる（擬制と隠蔽の）努力を

避けるのであろう。自らの擬制と隠蔽によらない（他か

ら押し付けられた）規範に従うだけなら、自身の主体性

は揺らがずに済む。しかし、そこで行われる避難はもは

や強制連行のニュアンスに近い。思考停止である。当事

者がそれを望むなら、それが人命保全の 善策というの

なら、無論それでも構わない。主体的避難など“余計な

お世話”というものである。 

専門家と当事者の双方における諸悪の根源はおそらく、

自己正当化の姿勢にある（Peck M. Scott, 1983）。自身の

主体性が変化することを容認せず、それを確固たるもの

と信じ込む姿勢は、種々の行動の発端が自らの「意志」

にあると断定する姿勢とほぼ同義である。意志の有無に

固執する姿勢は、「能動的か受動的か」という「慣れ親し

んだ思考枠」でしか捉えることが出来ない姿勢、とも換

言できる。そこから脱するには、そこに現前している諸

行動を、まずは中動的事態として捉えることが肝要であ

ろう。それであってこそ、当事者も防災研究者も防災行

政も本気で主客未分で交じり合える。そうでなければ、

真の意味での主体的避難など醸成し得ない。 
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「能動的か受動的か」の思考枠に囚われていたかつて

の我々であったならば、4 章(1)で登場した当事者 2 人の

「ただ単に避難していた」という姿に、主体性の存在を

感じ取ることは出来なかっただろう。しかし、いまは違

う。いまならこの当事者 2人の姿に、確かな「人は人と

して逃げられる」主体性の存在を読み取らずにはいられ

ない。ただ単に避難したのである（理由もなく、あえて

言えば中動的に）。そこでの規範内容が能動的か受動的か

は、もはやどちらでもよい問題にまで昇華（超越）して

いるとも言えるのである（現に当事者 2人は既に忘れ去

っていたかもしれない）。 

 

５．能動的避難という捉え方 

後に、意志に基づいて行動するという主体感覚を前

提とする“「意志→行動」仮説”、すなわち「能動的避難

という捉え方」に触れておく。なぜなら、前章の「中動

的避難という捉え方」に基づく避難行動研究よりも、そ

の数が圧倒的に膨大だからである。 

なお、本稿では「避難行動の有無を第一義的に規定す

るものとして措定される要因」あるいは「その高さをも

って能動性の高さを代表するものとして措定される要

因」という程度の、やや緩い幅をもった概念として「意

志」という語を用いている。したがって、先行研究によ

っては表記に揺れがある「意思」「意識」「意向」「動機」

などもここに含めて「意志」と呼称する。 

（１）「意志→行動」という前提 

ここに含まれる膨大な数の避難行動研究は総じて、

「意志」が「行動」へ影響をもたらすという因果関係を

前提として、その「意志」なる概念をできるだけ精度高

く説明・予測できるような説明変数を如何に準備できる

のか、という観点でしのぎ合っている、と括ることがで

きよう。その“「意志→行動」仮説”の根拠として数多く

の避難行動研究にて引用される代表例として、計画行動

理論（Theory of Planned Behavior）（Ajzen, 1991）や防護

動機理論（Protection Motivation Theory）（Rogers, 1983）

などが挙げられる。 

なお、それらの前提である「意志→行動」の因果関係

が必ずしも十分に担保できない、すなわち、「意志」と「行

動」の不一致が無視できないとする立場の研究も増えて

おり、その不一致解消のための改善モデルを提案する既

往研究も多数存在する。これに限らず、いくつかのモデ

ルにおいては、説明変数からのパスが「意志」ではなく

直接に「行動」へ向かっていたりする場合が多数見受け

られるが、だとするなら、何もわざわざ「意志」なる媒

介変数を挟まずに、すべての説明変数を総動員して直接

に「行動」を説明してしまえばよいのではないかと思っ

てしまうのだが、それは野暮というものなのであろうか。

逆に、もしも「意志」と「行動」が完全なる一致をみる

改善策がとられたならば、そこではもはや「意志」と「行

動」を分けて扱う必要は無く、「意志」なる媒介変数を挟

む必要性がますます無くなるのではないかと思ってしま

うが、それも野暮というものなのであろうか。 

その他にも、さらに説明変数を増やしてモデル全体の

説明力を担保しようとする試みなども多数存在する。い

ずれにしても、ここでそのすべてを網羅的に概観するこ

とは到底できない。提案モデルのバリエーションが膨大

すぎるのである。 

（２）防災研究者の関与可能性 

提案モデルのバリエーションが膨大過ぎるという点に

関しては、ちょうど 4章(2)にて記述した、当事者が擬制

する〈原因と結果のストーリー〉のバリエーションが無

限に想定し得ることと、奇しくも重なる。しかし、ここ

には無視できない大きな差異が存在する。それは、4 章

(2)での〈原因と結果のストーリー〉はあくまでも「当事

者」自身が擬制することにこそ重要な意味があったので

あった。それに対して、一方の 5 章(1)で紹介した（ある

いは紹介しきれない）幾多もの〈原因と結果のストーリ

ー〉は、「防災研究者」が擬制したものである。 

どちらの〈原因と結果のストーリー〉にあっても、そ

の因果連鎖はどこまでも辿ることが許容されており、

「星のかけら」まで辿ることさえ許容されていたはずで

ある。そのどこで断ち切るか（納得するか）は、4 章の

議論においては「当事者」の心持ちの問題であり、極め

て「個別的」なのであった。それでよかった、というよ

りは、それでこそよかったのである。一方、5 章(1)の議

論において「なぜそこで断ち切ったのか？なぜその説明

変数を用いるのか？」と問われた場合、その防災研究者

からは即座に「統計的な有意性が担保されるところまで

を記述したまでです。」との回答が寄せられそうである。

つまり、当該の母集団における「平均的」なモデルの提

案ということである。しかしながら、いうまでもなく、

現地で現前している避難行動は極めて「個別的」なので

ある。現地の当事者にとってみれば、平均的な〈原因と

結果のストーリー〉なるものを外部から押し付けられた

ところで、主体的避難の醸成に対していったい何の役に

立つというのであろうか。 

もとより、どちらの〈原因と結果のストーリー〉にあ

っても、その内容は能動・受動・中動のいずれも許容さ

れてしかるべきである。しかしながら、なぜ、「原因とし

て意志を想定するもの」に限定しなければならないのか。

他でもあり得た可能性を排除して、なぜ、ある特定の可

能性だけに限定して議論をしなければならないのか。5

章(1)での議論はずいぶんと可能性が狭められた、視野の

狭い議論のように思えてならない。防災研究者が勝手に

ストーリーを擬制するのは自由だが、それが当事者の主

体的避難の醸成にどのように寄与し得るのかのロジック

を考えるほうがはるかに重要なのではないだろうか。 

さらに言えば、中動態の定義から明らかなとおり、行

為の〈原因〉としての「意志」の存在を強調することは、

その行為の「責任」の所在を尋問することと同義である。
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ひるがえってそれは、当事者と防災行政とのあいだで執

拗に繰り返される「帰責ゲーム」（大澤 2015）をさらに

加速させる要因ともなりかねない。防災の責任はどちら

かのみに帰すべきものではない。強いて言えば全員が主

客未分で一体となって自覚すべきものである。 

しかしながら、5 章(1)のような防災研究の営みが、た

とえば以下のような条件を具備する場合には、冒頭の「主

体的避難を醸成するにはどうすればよいのか」という問

いに対して幾ばくか貢献し得る可能性を見出せるのでは

ないかとも思われる。それは、4 章(2)のような〈原因と

結果のストーリー〉の擬制作業を当事者が試行錯誤しな

がら行う際に、あり得たであろう幾つかの可能性をイメ

ージする際のヒントとして参考にする、という活用の方

法である。したがってそれは、個別的である必要があり、

かつ、能動的な内容のみに限定されてはならない。受動

的あるいは中動的な内容も含めて、多様な可能性を含む

個別的参照用ライブラリとしての貢献の可能性である。

それはちょうど、映画「ワンダフルライフ」（是枝裕和監

督, 1999 年公開）におけるビデオテープのような位置づ

け（矢守 2010）に近いかもしれない。それ以上でも以下

でもない、その程度のかなり限定的な関与可能性なら見

出し得る。 

 

６．おわりに 

以上のような主張は、ともすると、「中動的避難という

捉え方」と「能動的避難という捉え方」は対立関係にあ

るとの主張のように受け止められるかもしれないが、そ

れは全く違う。どちらかが正しくて、どちらかが間違っ

ている、などと主張したいのではない。「主体的避難を醸

成するにはどうすればよいのか」という目標において、

その本意は、その２者の関係は「対立関係」ではなく「包

含関係」にあるとの見立てである。「中動的避難という捉

え方」の中の一部分に「能動的避難という捉え方」が包

含されている、という見解である。もとより、中動態の

定義そのものに現代的な意味での能動態（自動詞的な用

法）が含まれていたことを思い返せば、むしろ当然のこ

とかもしれない。 

主体的避難の醸成を目指すなら、それを能動的避難と

して捉えるのみでは十分に醸成されない。中動的避難と

して捉えてこそ、その可能性が大きく開かれる。そして、

そこに関与する当事者や防災研究者や防災行政の主体性

が、柔軟に変容する可能性に対して十分に開かれている

ことが根源的に重要であると考えられる。 
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